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伊阪
い さ か

 達也
た つ や

 

 ＜出 身 地＞ 石川県 

 ＜生年月日＞ 1985年 7月 12日 

 ＜ サイズ ＞ 身長 178cm 

  体重 68kg 

  BWH 91/76/92 

  靴 27.0cm 

 ＜ 特 技 ＞ 殺陣・サッカー・水泳・スキー 

 ＜ 趣 味 ＞ ギター・スノーボード 

 ＜ 資 格 ＞ 普通自動車免許､普通二輪免許 

スキューバダイビング 

  

 

第 12 回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ― 準グランプリ ― 

 

最新出演情報 

 

★舞台 

・三ツ星キッチン J-Musical『LOVE』 

     2021/8/11（水）～8/15（日）＠ザ・ポケット 

 

・舞台『WORLD ～Change the Sky～』 

2021/6/27（日）～ 7/4（日）＠なかの ZERO 大ホール 

 

★ドラマ 

・ドラマ特区「あおざくら防衛大学校物語」 西脇鷹史役 
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伊阪達也 主な芸歴 

＜舞 台＞ 

2020 

・『真・三國無双 ～赤壁の戦い IF～』 夏侯惇役 

                           （日本青年館） 

・『あおざくら防衛大学校物語』 西脇鷹史役 ※中止 

・『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし ～義経ノ章～』 

                       源頼朝役（三越劇場） 

2019 

・GEKIIKE 本公演『光芒のマスカレード-月光仮面異聞-』  

                    新月仮面役（新宿村 LIVE） 

・『デルフィニア戦記～獅子王と妃将軍～』 バルロ役 

              （東京ドームシティ シアターGロッソ） 

・『レイルウェイ』 黒部道久役 （全労済スペース・ゼロ） 

・『雪のバッキャロー～富岡製糸工場 後編～』  

              蟻川俊作役（BIG TREE RHEATER） 

2018 

・“斬劇『戦国 BASARA』蒼紅乱世”『蒼』THE PRIDE 

          前田慶次役（オルタナティブシアター東京） 

・音楽朗読劇『ヘブンズ・レコード～青空篇～』楠繁役 

            （よみうりホール・神戸新聞松方ホール） 

・『山のバッキャロー～富岡製糸場 前編～』蟻川俊作役 

          （シアターグリーン Box in Box THEATER） 

・『十二大戦』怒突（どつく）役（神戸オリエンタル劇場、シアター1010） 

・内藤みちよ一座 『-海に浮かぶ満月-』青年役（座・高円寺１） 

・GEKIIKE 本公演『漆黒ノ戰花』城戸大佐役（新宿村 LIVE） 

2017 

・『刀剣乱舞』ジョ伝 三つら星刀語り 黒田長政役 

（TOKYO DOME CITY HALL/ﾒﾙﾊﾟﾙｸﾎｰﾙ/福岡ｻﾝﾊﾟﾚｽ） 

・『ACCA13 区監察課』 ウォーブラー役（品川プリンスホテル クラブ eX） 

・超体感ステージ『キャプテン翼』 デューター・ミューラー役 

                （Zepp ブルーシアター六本木） 

・『From Three Sons of Mama Fratelli』 

 GOOD-BYE-JOURNEY ジャン役 (Zepp ﾌﾞﾙｰｼｱﾀｰ六本木) 

・『幻想奇譚 白蛇伝』 黒風仙役 （紀伊国屋ｻｻﾞﾝｼｱﾀｰ） 

・『まわれ！無敵のマーダーケース』 主演：藤澤智彦役（中野ザ・ポケット） 

・『Long Believer』明智光秀役(ラゾーナ川崎プラザソル) 

・『Key Word』主演：ｲﾂｷ役(明石スタジオ) 

2016 

・『Endorphin』男 7 役(全労災ホール/スペース・ゼロ) 

・『野郎ども！ 島が見えたぞ！』ジャジー役(中野ザ・ポケット) 

・『RANPO chronicle 【虚構のペルソナ】』（シアターサンモール） 

・『ROSE GUNS DAYS ーseason1ー』敬礼寺宗平役 （俳優座劇場）  

・斬劇 『戦国 BASARA4 皇』 本能寺の変 前田慶次役 

（Zepp ブルーシアター六本木/梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ） 

・『拡がる世界の片隅で』 主演・嘉納瑛介役 

     （座・高円寺 2/21 世紀美術館地下シアター21） 

 

・『WORLD ～beyond the destiny～』 鷺沼順平役 

（全労済ホール／スペース・ゼロ） 

・『サイコメ；ステージ』 早乙女紳士役 （新宿村 Live） 

・『灰とダイヤモンド』 Ruby 役 (サンモールスタジオ) 

・『RE-INCARNATION RESOLVE』 孫策役 

         (ｼｱﾀｰ 1010/ｽﾍﾟｰｽ･ｾﾞﾛ/ｻﾝｹｲﾎｰﾙﾌﾞﾘｰｾﾞ) 

2015 

・『さよならヨールプッキ』 ゲスト出演 

・『攻殻機動隊 ARISE』 イシカワ役 (東京芸術劇場プレイハウス) 

・『戦国 BASARA vs Devil May Cry』 前田慶次役 

                 （アイア 2.5 シアタートーキョー） 

・『BLOOD-C』 黒田役 （世田谷パブリックシアター） 

・『大図～月から江戸まで八百歩』 松田の案山子役（シアターサンモール） 

・『桜の森の満開の下』『仄々明晰夢』(中目黒キンケロ・シアター) 

2014 

・『RE-INCARNATION～RE-VIVAL～』 

          （スペース・ゼロ/サンケイホールプリーゼ） 

・『大江戸バックドラフト』 （紀伊國屋ホール） 

・『青の祓魔師』 （サンシャイン劇場） 

・『戦国 BASARA3-咎狂わし絆-』(EX THEATER ROPPONGI） 

・『イシン！』 （赤坂レッドシアター） 

2013 

・虚構の劇団公演 『エゴ･サーチ』 

・『Moonlight Rambler -月夜の散歩人～』 

・『ロボティクス･ノーツ』 

・SET ﾀｲﾂﾏﾝｽﾞﾊﾞﾗ組ﾗｲﾌﾞ『シュワッチ！』 

・『樅ノ木は残った』 （新歌舞伎座） 

2012 

・『コーサ･ノストラの掟』 

・『クリンドルクラックス！』 

・『戦国 BASARA2』 主演･前田慶次役 

・『慣れの果て』 

2011 

・『真田十勇士 －ボクらが守りたかったもの-』 

・『琉球ロマネスク テンペスト』 

2010 

・『Ｌｏｃｋ ｔｈｅ ＲＯＣＫ』 

2009 

・『輝け!主婦ﾊﾞﾝﾄﾞ FOUR RIVERS ｽﾓｰｸ･ｵﾝ･ｻﾞ･ｳｫｰﾀｰ

2009』 

・『Ｔｏｗｅｒ ｏｆ Ｓｕｇａｒ』 

・『メモリーズ４ -かつてすごし日々を愛でるということ-』 

・劇団扉座公演 『ドリル魂 -横浜現場篇-』 

2005～2010 

・ロックミュージカル 『BLEACH』 主演 黒崎一護役 

＜T V＞ 

2021 

・テレ東『警視庁ゼロ係警視庁ゼロ係 ～生活安全課なんで

も相談室～Season5」小川卓郎役 

2013 

・CX 『OV 監督』 
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伊阪達也 主な芸歴 

＜TV＞ 

2012 

・EX 『匿名探偵』 #7 

2011 

・EX『陽はまた昇る』 内山由隆役 

・EX『アスコーマーチ』 

2010 

・CX 金曜プレステージ 『目線』 

2010 

・TBS/MBS 『クロヒョウ 龍が如く 新章』 

・EX 金曜ナイトドラマ 『警部補 矢部謙三』 #5､6 

・TBS 『タンブリング』 

2009 

・TX 「仲間由紀恵の蒼い地球 4」 

・CX 『シバトラ -童顔刑事!史上最大の危機 sp-』 

2008 

・TX 「仲間由紀恵の蒼い地球 3」 

2007～2008 

・『名前で呼ぶなって！』 

2004～2005 

・TX 『幻星神ジャスティライザー』 主演・伊達翔太役 

2003 

・CX 『WATER BOYS』 レギュラー 

2002 

・NTV 『ごくせん』 #6 

 

＜C M＞ 

2019 

・Honda Cars「STEP WGN SPADA」 

2010 

・ｸﾗﾌﾄ ｢PHILADELPHIA ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ｣ web ﾄﾞﾗﾏ 

2009 

・KIRIN 「潤る茶」 

・リクルート スチール広告 

・J-PHONE スチール広告 

 

＜映 画＞ 

2008 

・『グーグーだって猫である』（犬童一心監督） 

2004 

・『理由』（大林宣彦監督） 

2003 

・『青の炎』(蜷川幸雄監督) 

 

 

 

＜ネットドラマ＞ 

2016 

・『踊る大空港、或いは私は如何にして踊るのを止めて 

ゲームのルールを変えるに至ったか。』  

（副操縦士・佐田隆二役）ネスレシアター／総監督：本広克

行 

2010 

・ｸﾗﾌﾄ ｢PHILADELPHIA ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ｣ web ﾄﾞﾗﾏ 

2007 

・『ラストプレゼント』 主演 

 

 

＜イベント＞ 

2016 

・「potluck11」 （原宿アストロホール） 

・伊阪達也&南圭介のなかよしﾄｰｸ!! 

      ～ぼくたち実は同い年です～ （シダックスホール） 
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